
新 旧 氏　名

*下新川郡
黒東小 入善小 金田　志信
黒東小 上青小 古田　香織
飯野小 黒東小 古川　舞
上青小 ひばり野小 愛場　留美
入善小 入善西中 幾島　留美子
入善小 飯野小 澤田　真裕美
入善小 在外教育施設（マニラ） 田中　亜紀
入善小 さみさと小 村井　美里
入善小（再任用） 上青小長 柚木　富子
入善町教セ（再任用） 入善西中長 島瀬　英智
桃李小 飯野小 永原　みどり
さみさと小 入善小 扇谷　由香子
さみさと小 あさひ野小 四月朔日　安輝子
あさひ野小 さみさと小 髙澤　朋美
退職 黒東小 目澤　恵子
退職 上青小 南保　弘美
退職 桃李小 安達　秋美
退職 さみさと小 青嶋　浩
退職 さみさと小 梨木　宏子
*魚津市
星の杜小 知事部局 加藤　正倫
よつば小 清流小 中村　奈緒
よつば小（再任用） 清流小（再任用） 野口　高志
清流小 たかせ小 髙嶋　未央
清流小 星の杜小 横田　稔秀
道下小 よつば小 酒井　謙吉
道下小 よつば小 細川　さゆり
退職 清流小 清水　貴美子
退職 道下小 林　留美子
*黒部市
生地小 宇奈月小 鍋谷　真智乃
生地小（再任用） たかせ小 安達　憲博
たかせ小 宇奈月小 湯野　朋子
たかせ小（再任用） 中央小 目澤　仁
たかせ小（再任用） 山崎　康樹
石田小 中央小 石浦　芳穂
石田小 清流小 髙島　綾子
石田小 荻生小 光林　翠
村椿小 中央小 澤田　季香
中央小 村椿小 朝倉　貴泰
中央小 若栗小 川端　美也子
中央小 たかせ小 清河　成美
中央小 たかせ小 長津　秀美
中央小 石田小 松田　小百合
中央小（再任用） 中央小 﨑　守
中央小（再任用） よつば小（再任用） 土井　美雪
桜井小 生地小 伊東　史子
荻生小 桜井小 岡本　真理子
荻生小 桜井小 霜野　成巳
荻生小（再任用） 若栗小（再任用） 島　芳恵
若栗小 中央小 坪野　結希
宇奈月小 桜井小 伊東　啓一
宇奈月小 入善小 松島　昭子
黒部市教セ 明峰中 上野　健一
退職 たかせ小 安達　憲博
退職 中央小 﨑　守
退職 中央小 石橋　卓也
退職 中央小 戸倉　朋子
退職 中央小 目澤　仁
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新 旧 氏　名

*富山市
芝園小 大広田小 加藤　麻由子
芝園小 宮野小 柳田　和文
芝園小（再任用） 長岡小長 中川　広基
芝園小（再任用） 奥田北小（再任用） 新夕　雅彦
西田地方小 芝園小 高木　陽介
西田地方小 浜黒崎小 船﨑　美樹
中央小 寒江小 一間　理沙
中央小 山室小 出村　清美
中央小（再任用） 速星小長 小林　昭博
富山市教セ 奥田小 小櫻　昌子
柳町小 芝園小 長谷川　知子
桜谷小 樫尾小 坪坂　悦子
桜谷小 老田小 湯浅　吏永子
五福小 萩浦小 大村　知佐子
五福小 神明小 中西　善雄
五福小 堀川南小 村上　恵理
五福小 呉羽小 八嶋　裕美
五福小（再任用） 山室中（再任用） 岩城　昌宏
奥田小 藤ノ木小 綱　理絵
奥田小 新庄北小 長谷　浩子
奥田小 蜷川小 桃井　千佳
奥田小（再任用） 山室小（再任用） 石坂　昌子
奥田小（再任用） 五福小（再任用） 中山　由紀子
奥田北小 呉羽小 浦　尚也
奥田北小 中央小 田添　晃子
奥田北小 柳町小 水口　知子
東部小 光陽小 荒谷　早織
東部小 萩浦小 石井　恵美子
東部小 太田小 瀬山　陽子
東部小 奥田北小 富川　須雅子
新庄小 浜黒崎小 上野　友里愛
新庄小 倉垣小 大川　祐佳
新庄小 山室中部小 齊藤　康平
新庄小 豊田小 山崎　順子
新庄小（再任用） 宮野小長 横山　隆宣
藤ノ木小 浜黒崎小松風分校 岩佐　巧恵
藤ノ木小 水橋中部小 　夏樹
藤ノ木小 中央小 濱井　美佳
藤ノ木小 鵜坂小 牧野　晃
藤ノ木小 堀川南小 吉田　貴弘
藤ノ木小（再任用） 新庄北小 酒井　仁子
藤ノ木小（再任用） 奥田小（再任用） 竹島　幸雄
藤ノ木小（再任用） 堀川南小長 橋本　浩一
岩瀬小 八幡小 大花　史佳
岩瀬小 広田小 永山　伸一
岩瀬小 射・小杉小 成瀬　麻衣
針原小 三郷小 橋本　壮嗣
浜黒崎小 倉垣小 西澤　佳恵
浜黒崎小 新庄北小 藤根　絵美
大広田小 新庄小 中澤　玲香
大広田小 上条小 松下　有紀
大広田小（再任用） 大広田小 吉川　美佐緒
豊田小 西田地方小 大久保　翔太
豊田小 四方小 岸　理恵
豊田小 針原小 坂井　正美
豊田小 上滝小 田中　みのり
豊田小 保内小 利波　千聖
豊田小 砺・砺波東部小 中松　静花
豊田小 神明小 舛田　武彦
豊田小 大広田小 渡辺　未佳
豊田小（再任用） 桜谷小 岩井　真利子
豊田小（再任用） 鵜坂小長 笠井　優子
豊田小（再任用） 山室中部小 堀田　信博
広田小 豊田小 廣江　理恵
神明小 光陽小 高野　杏子
堀川小 大沢野小 太田　聖久
堀川小 大庄小 杉本　茉由
堀川小 山室小 松田　和
堀川小 蜷川小 森田　みはる
堀川小（再任用） 豊田小（再任用） 寺松　雪香
山室小 奥田中 井黒　玲
山室小 太田小 奥村　浩二
山室小 豊田小 葛島　千秋
山室小 芝園小 橘　雅子
山室小 陽南小 廣田　有希恵
山室小 大沢野小 森井　侑恵
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山室小 奥田小 湯畑　美奈
山室小（再任用） 藤ノ木小（再任用） 稲田　真人
山室小（再任用） 桜谷小長 立石　浩一
蜷川小 豊田小 阿閉　杏奈
蜷川小 在外教育施設（ウィ－ン） 高麗　智大
蜷川小 月岡小 坂井　久恵
蜷川小 藤ノ木小 野口　由貴
蜷川小 鵜坂小 濱田　幸恵
蜷川小 鵜坂小 福光　徹子
蜷川小（再任用） 山室小（再任用） 北村　美子
太田小 北加積小 河村　泰尚
太田小 堀川南小 宮崎　旬平
萩浦小 富大附属幼 大重　優子
萩浦小（再任用） 奥田北小 上出　千夏子
萩浦小（再任用） 萩浦小 藤井　梨美子
四方小 豊田小 小林　孝志
四方小 五福小 原田　ゆかり
八幡小 池多小 宮本　淳子
八幡小（再任用） 八幡小 島崎　恵子
草島小 鵜坂小 佐山　美紀
倉垣小 藤ノ木小 栁井　洋一郎
新保小 新庄小 荒　彩子
新保小 福沢小 松村　清重
熊野小 桜谷小 荻原　恵造
熊野小 藤ノ木小 藤井　恵美子
熊野小（再任用） 中央小 宮田　直子
月岡小 速星小 阿閉　令奈
月岡小 古里小 成瀬　瑠奈
月岡小 西田地方小 西山　洋美
月岡小 立山北部小 堀田　祐美
呉羽小 長岡小 石黒　雅之
呉羽小 広田小 黒﨑　恭子
呉羽小 四方小 榊原　暁子
呉羽小 音川小 髙野　喜子
呉羽小 朝日小 原　栄子
呉羽小（再任用） 八幡小頭 岩田　隆
長岡小 倉垣小 川添　真喜子
長岡小 保内小 篠川　賢介
老田小 五福小 北島　聖也
老田小 蜷川小 宮脇　恭子
老田小 呉羽小 渡邉　友紀
池多小 古沢小 平野　暁
水橋東部小 新庄北小 鍋嶋　桃子
水橋東部小 速星小 早矢仕　桂太郎
水橋中部小 新庄北小 山崎　圭子
水橋中部小（再任用） 水橋中部小 助田　美紀子
水橋西部小 三郷小 堀　悦子
三郷小 しらとり支援 吉谷　麻里子
上条小 新庄北小 中村　達也
堀川南小 宮野小 岩村　倫代
堀川南小 熊野小 西谷　典子
堀川南小 豊田小 古木　翠
堀川南小 東部小 道下　勲
堀川南小 山室中部小 宮崎　理香
堀川南小（再任用） 豊田小長 野村　博之
堀川南小（再任用） 東部小（再任用） 伏間　三晃
山室中部小 大庄小 菊池　優介
山室中部小 大庄小 村田　朗子
山室中部小（再任用） 萩浦小長 村上　中
光陽小 古里小 島　聡子
光陽小 大久保小 宮崎　光明
光陽小（再任用） 倉垣小頭 菊　武洋
新庄北小 富大附属小 鼎　裕憲
新庄北小 藤ノ木小 志鷹　好見
新庄北小 水橋西部小 廣野　かおり
新庄北小 呉羽小 鷲北　京子
浜黒崎小松風分校 大広田小 湯口　佳穂
大沢野小 桜谷小 伊戸川　聡
大沢野小 神通碧小 藤井　李保
大沢野小 鵜坂小 横田　千佳
大沢野小（再任用） 鵜坂小頭 石倉　治
大沢野小（再任用） 大久保小（再任用） 荻原　輝久
大沢野小（再任用） 山室中部小（再任用） 四方田　光男
大久保小 月岡小 尾原　陽子
大久保小 速星小 瀧上　寛樹
大久保小（再任用） 古里小（再任用） 池田　繁子
大久保小（再任用） 呉羽小（再任用） 坂本　政照
大久保小（再任用） 速星小（再任用） 新村　ますみ
船峅小 蜷川小 野村　理絵
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船峅小 光陽小 山本　将之
上滝小 月岡小 宮本　晶子
大庄小 針原小 按田　栞奈
大庄小 芝園小 竹内　ゆかり
福沢小 神通碧小 七沢　薫
福沢小 岩瀬小 西田　昌浩
福沢小 草島小 舛田　義明
小見小 熊野小 羽田野　麗
速星小 音川小 市川　ひとみ
速星小 新保小 高木　優希
速星小 大久保小 横道　直
速星小（再任用） 速星小 濱井　美紀代
鵜坂小 奥田小 江守　悠樹
鵜坂小 山室中部小 小林　由莉
鵜坂小 新保小 竹内　美幸
鵜坂小 神保小 萩野　美穂子
鵜坂小（再任用） 四方小長 坪田　明美
鵜坂小（再任用） 速星小（再任用） 西田　美智子
鵜坂小（再任用） 呉羽小（再任用） 前田　德夫
朝日小 速星小 石倉　道子
朝日小 五福小 澤橋　直文
朝日小（再任用） 豊田小（再任用） 西村　ひとみ
宮野小 杉原小 黒田　俊之
宮野小 八尾小 藤澤　史典
古里小 朝日小 前橋　努
古里小 宮野小 山下　圭子
古里小（再任用） 古里小 小林　均
神保小 速星小 福村　和子
神保小 鵜坂小 渡辺　睦生
神保小（再任用） 蜷川小 老田　真和
神保小（再任用） 山田小 若松　浩之
音川小 水橋西部小 宮崎　由可子
音川小 神保小 山崎　卓也
八尾小 大久保小 大田　佐由里
杉原小 樫尾小 高地　松美
杉原小 上滝小 林　亜希子
杉原小 山田小 藤澤　しおり
杉原小 八尾小 古木　知佳
杉原小 呉羽小 宮本　翔平
保内小 古里小 草野　美幸
保内小 月岡小 渡邉　広乃
保内小（再任用） 保内小 坂田　真由美
保内小（再任用） 熊野小（再任用） 頼成　知秀
樫尾小 小見小 石坂　京子
樫尾小 呉羽小 原田　真衣
山田小 杉原小 小宮　舞
神通碧小 山田小 松井　智宏
富大附属幼 新保小 村松　葉子
富大附属小 山室小 齊藤　嵩之
富大附属小 水橋東部小 谷川　礼恵
退職 西田地方小 磯部　皓揮
退職 中央小 宮田　直子
退職 桜谷小 岩井　真利子
退職 五福小 砂田　恵子
退職 奥田北小 上出　千夏子
退職 奥田北小 湯山　卓飛
退職 東部小 古木　圭子
退職 新庄小 酒井　瑛美
退職 藤ノ木小 数土　浩史
退職 藤ノ木小 細川　雅仁
退職 岩瀬小 五十嵐　広己
退職 岩瀬小 成瀬　由和
退職 大広田小 吉川　美佐緒
退職 広田小 加藤　由莉
退職 蜷川小 老田　真和
退職 蜷川小 大江　与志美
退職 萩浦小 藤井　梨美子
退職 四方小 剱田　秀則
退職 八幡小 島崎　恵子
退職 熊野小 荒木　真知子
退職 熊野小 政二　寿代
退職 長岡小 井上　睦子
退職 水橋中部小 助田　美紀子
退職 堀川南小 大倉　操
退職 山室中部小 林　朋子
退職 山室中部小 堀田　信博
退職 光陽小 泊　拓人
退職 光陽小 浜松　英久
退職 光陽小 吉川　早苗
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退職 新庄北小 酒井　仁子
退職 大沢野小 川高　絵茉
退職 大沢野小 坂口　恵
退職 大沢野小 中橋　愛花
退職 大沢野小 野﨑　孝弘
退職 速星小 濱井　美紀代
退職 鵜坂小 里見　侑香
退職 古里小 小林　均
退職 神保小 船﨑　愛美
退職 音川小 相川　一哉
退職 杉原小 中林　茉莉花
退職 保内小 坂田　真由美
退職 山田小 若松　浩之
*中新川郡
相ノ木小 上市中央小 加藤　奈緒
相ノ木小 上市中央小 渡辺　大貴
上市中央小 白萩西部小 菅田　恵子
上市中央小 宮川小 室山　一博
上市町教セ 陽南小 伊東　さおり
南加積小 白萩西部小 能登　純子
南加積小 舟橋小 陽　弥生
南加積小（再任用） 南加積小頭 岩田　聡
宮川小 相ノ木小 北川　義人
宮川小 南加積小 鍋嶋　祥平
陽南小 相ノ木小 瀧川　尚未
立山北部小 立山中央小 寺林　誠大
立山北部小 利田小 山田　恵美
立山中央小 在外教育施設（北京） 鈴木　利勇摩
立山中央小 立山小 野澤　伸也
立山中央小 利田小 松原　央明
立山中央小 高野小 宮前　小百合
立山中央小 釜ヶ渕小 森　友紀
高野小 立山中央小 宮腰　陽子
高野小（再任用） 高野小 講神　浩
利田小 立山中央小 谷口　真凜
釜ヶ渕小 立山北部小 岩崎　志海
釜ヶ渕小 立山中央小 大久保　里美
釜ヶ渕小（再任用） 釜ヶ渕小 桑原　隆
立山小 立山中央小 滝脇　裕哉
立山小 立山中央小 藤森　博孝
舟橋小 下・あさひ野小 山下　雄己
退職 上市中央小 郷田　昭夫
退職 上市町教セ 岡部　明子
退職 立山北部小 土井　雅美
退職 高野小 講神　浩
退職 釜ヶ渕小 桑原　隆
*滑川市
寺家小 東部小 田中　秀信
滑川市教セ（再任用） 北加積小長 石倉　裕子
東部小 北加積小 岩松　つくし
東部小 下・入善西中 水野　八千代
東部小（再任用） 早月中 岩田　衛
北加積小 西部小 松岡　倫代
北加積小 寺家小 丸本　瞳
東加積小 東部小 楠　康司
西部小（再任用） 滑川中（再任用） 高村　ひとみ
退職 東加積小 稲生　弘志
退職 東加積小 保科　理絵
退職 南部小 清水　和昌
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新 旧 氏　名

*高岡市
横田小 牧野小 扇澤　知子
横田小 川原小 　恭平
横田小 西条小 山本　詩歩
横田小（再任用） 横田小 森　博文
成美小 二塚小 土谷　崇
成美小 中田小 水上　貴哉
成美小（再任用） 太田小 川原　基子
博労小 平米小 栗山　満
博労小 野村小 西嶋　聡
定塚小 福岡小 木津　潤
定塚小 川原小 高田　香織
定塚小 千鳥丘小 田中　一史
高岡市教セ 国吉義務教育学校 片田　光一郎
川原小 戸出西部小 上田　芙美
川原小 博労小 古市　満
平米小 牧野小 湶　香奈
平米小 成美小 川﨑　喬史
平米小 牧野小 蓮沼　由佳
平米小 西条小 番匠　萌花
平米小（再任用） 平米小 河原　伊通子
平米小（再任用） 平米小 松本　容子
下関小 戸出西部小 上島　晶
下関小 能町小 藤田　千里
下関小（再任用） 能町小（再任用） 　卓也
下関小（再任用） 野村小長 正平　務
西条小 戸出東部小 大渕　慎平
西条小（再任用） 西条小 石黒　葉子
西条小（再任用） 西条小 大崎　順子
伏木小 下関小 栗木　謙
伏木小（再任用） 戸出東部小（再任用） 武田　弘一
伏木小（再任用） 伏木小 橋本　広美
古府小 二塚小 上田　伊通子
古府小（再任用） 石黒　洋子
能町小 牧野小 下村　晃世
能町小 野村小 番匠　健太郎
能町小（再任用） 下関小（再任用） 八箇　敦子
南条小 野村小 河村　幸恵
南条小 定塚小 福尾　尚久
二塚小 能町小 武田　貴美子
野村小 牧野小 大坪　祐太
野村小 成美小 熊木　侑蘭
野村小 横田小 脊　里絵
野村小 能町小 山口　美咲
牧野小 南条小 坂田　和穗
牧野小 千鳥丘小 竹田　五月
牧野小 五位小 寺岡　佑香
牧野小 福岡小 林　良介
牧野小 横田小 室﨑　学
太田小 湖南小 水上　麻由美
太田小 定塚小 若林　麻理子
五位小 万葉小 前田　磨紀
千鳥丘小 南条小 小島　佳奈子
千鳥丘小 古府小 坂井　昭美
千鳥丘小 野村小 森谷　元
戸出東部小 中田小 森田　誠
戸出西部小 中田小 岩﨑　麻利子
戸出西部小 博労小 加藤　千晶
戸出西部小 千鳥丘小 中田　優子
中田小 福岡小 岩﨑　貴士
中田小（再任用） 西条小 高田　教一
木津小 博労小 釣谷　昌美
木津小 五位小 新鞍　香織
木津小 博労小 前　紗智
木津小（再任用） 木津小 大西　宏昌
福岡小 定塚小 東井　一真
福岡小 南条小 野見　友希
福岡小 戸出東部小 橋本　笑佳
福岡小 横田小 宮塚　里香子
こまどり支援 福岡小 荒治　恵
退職 横田小 森　博文
退職 平米小 河原　伊通子
退職 平米小 佐野　さおり
退職 平米小 松本　容子
退職 下関小 舘　雅美
退職 西条小 石黒　葉子
退職 西条小 大崎　順子
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退職 西条小 高田　教一
退職 伏木小 橋本　広美
退職 能町小 圓佛　菜々美
退職 能町小 曽根　洋子
退職 太田小 小栗　由美子
退職 太田小 川原　基子
退職 千鳥丘小 松嶋　史代
退職 木津小 大西　宏昌
退職 木津小 林　ますみ
退職 木津小 和多利　智子
退職 福岡小 筱岡　郁枝
退職 福岡小 谷口　茉莉花
退職 福岡小 前田　正浩
退職 こまどり支援 中井　昌子
*射水市
小杉小 歌の森小 石倉　宙
小杉小 大門小 桐木　透
小杉小 歌の森小 竹島　貴子
小杉小（再任用） 小杉小 川口　達実
金山小 大島小 古田　節子
金山小（再任用） 大橋　弘樹
歌の森小 大門小 筒口　美幸
歌の森小 太閤山小 中山　麻優
歌の森小 堀岡小 早瀬　益雄
歌の森小（再任用） 作道小（再任用） 丹波　裕美
歌の森小（再任用） 歌の森小 山本　聡理
太閤山小 東明小 新多　勝
太閤山小 大門小 荒俣　伸一
太閤山小 金山小 小林　雅恵
太閤山小（再任用） 大島小（再任用） 角藤　典子
太閤山小（再任用） 太閤山小 永井　浩
射水市教セ 新湊中 中林　雅史
中太閤山小 太閤山小 依田　智美
大門小 太閤山小 閏間　瑞範
大門小 放生津小 北田　美優紀
大門小 東明小 塚原　由紀子
大門小 塚原小 服部　薫
大門小（再任用） 東明小（再任用） 森田　裕子
大門小（再任用） 東明小長 山崎　司
大島小 中太閤山小 岩坪　夏穂
大島小 片口小 海老澤　健一
大島小 塚原小 小島　名緒
大島小 太閤山小 永山　憂貴
大島小 砺・砺波北部小 山﨑　彩乃
大島小（再任用） 三田　泰子
下村小 大島小 古市　千尋
下村小 小杉小 星野　将史
下村小（再任用） 有沢　志津乃
放生津小 歌の森小 加部　千春
放生津小（再任用） 森　真理子
新湊小 下村小 髙林　三智
新湊小 南・福光東部小 長岡　和郎
新湊小 大門小 堀川　莉奈
作道小 富大附属小 阿久津　理
作道小 片口小 轡田　有紀
作道小 小杉小 山﨑　涼美
片口小 大門小 遠藤　優志
片口小 富大附属小 福田　慎一郎
東明小 下村小 荒木　顕雄
東明小 作道小 向井　光一
東明小（再任用） 作道小 西守　哲男
塚原小 新湊小 堺井　真由
塚原小 歌の森小 坂野　麻希
塚原小（再任用） 塚原小 征矢　孝子
富大附属小 大島小 山崎　裕文
退職 小杉小 川口　達実
退職 小杉小 常木　淑恵
退職 小杉小 宮腰　淳子
退職 歌の森小 山本　聡理
退職 太閤山小 永井　浩
退職 太閤山小 山崎　千鶴子
退職 大門小 高畠　佳恵
退職 大門小 馬淵　保子
退職 大島小 寺下　則子
退職 大島小 橋本　ふみ野
退職 大島小 綿谷　みゆき
退職 下村小 林　恵
退職 放生津小 岩崎　愛莉
退職 新湊小 林　一郎
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退職 作道小 西守　哲男
退職 塚原小 征矢　孝子
*氷見市
朝日丘小 宮田小 小竹　裕香
比美乃江小 伏木小 越前　菜緒
比美乃江小 窪小 濱田　雄弘
比美乃江小 宮田小 森田　智子
比美乃江小（再任用） 灘浦小 栗山　協子
比美乃江小（再任用） 十二町小長 杉守　智美
宮田小 海峰小 笠井　ゆかり
宮田小 比美乃江小 松谷　彩加
宮田小 窪小 米田　寿々花
窪小 比美乃江小 井上　真孝
窪小 十二町小 今市　晃央
窪小 南部中 田中　敏樹
窪小（再任用） 窪小 西田　実
窪小（再任用） 比美乃江小 浜元　与志宏
湖南小 比美乃江小 有澤　由美子
湖南小 比美乃江小 越前　雄介
湖南小 富・上滝小 佐伯　美緒
十二町小 湖南小 江村　拓之
十二町小 上庄小 圓佛　純子
十二町小 灘浦小 小久保　亮佑
上庄小 窪小 岩上　智子
上庄小 比美乃江小 大菱池　仁子
海峰小 朝日丘小 竹岸　綾希
灘浦小 十二町小 山崎　加奈子
退職 朝日丘小 宮越　孝子
退職 比美乃江小 浜元　与志宏
退職 窪小 西田　実
退職 湖南小 椿原　未来子
退職 十二町小 上田　好子
退職 灘浦小 栗山　協子
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新 旧 氏　名

*南砺市
井波小 上平小 奥野　滋仁
井波小 在外教育施設（青島） 尾﨑　亮介
井波小 福光南部小 佐々木　歩
利賀小 城端小 腰本　真希子
利賀小 福野小 中田　直毅
城端小 福野小 堀川　桂子
城端小（再任用） 城端小 石黒　久尚
城端小（再任用） 城端小 山田　和美
上平小 福野小 朝日　志穂
上平小 井波小 金田　優子
福野小 利賀小 三部　晴夏
福野小 福光東部小 下田　勝也
福野小 富・堀川小 高多　利明
福野小 福光東部小 松居　夕香里
福野小 上平小 勇﨑　小百合
福光中部小 利賀小 立野　文州
福光中部小（再任用） 井口小長 梶　尚美
福光中部小（再任用） 福光中部小 西村　幸美
福光南部小 福光中部小 大原　真帆
福光南部小 井口小 山本　和樹
福光南部小（再任用） 井波小（再任用） 影近　義明
福光南部小（再任用） 福光南部小 中明　宏美
福光東部小 井波小 水口　恵美子
福光東部小（再任用） 福光中部小頭 石川　明代
福光東部小（再任用） 福光東部小 岡本　昭美
退職 井波小 寺嶋　誠
退職 城端小 石黒　久尚
退職 城端小 山田　和美
退職 福光中部小 西村　幸美
退職 福光南部小 　祐章
退職 福光南部小 中明　宏美
退職 福光東部小 岡本　昭美
*砺波市
出町小 庄東小 荒木　良太
出町小 砺波東部小 滋野　雅大
出町小 砺波北部小 宮嶋　克英
出町小 庄川小 山下　陽子
庄南小 庄川小 宮西　貢
庄南小 砺波南部小 山本　哲也
庄南小（再任用） 砺波東部小 武田　洋子
砺波東部小 出町小 杉木　翔
砺波東部小 庄南小 中田　康亮
砺波南部小 鷹栖小 髙野　千草
砺波南部小（再任用） 庄南小長 齊藤　子
砺波北部小 砺波東部小 窪田　稔彦
砺波北部小 砺波南部小 竹内　悠子
庄東小 射・東明小 江田　沙織
庄東小 砺波東部小 水木　靖
鷹栖小 砺波南部小 鈴木　和代
庄川小 庄東小 中嶋　花木
退職 出町小 原　瀬里香
退職 出町小 古澤　吏絵
退職 庄南小 澤田　早瀬
退職 砺波東部小 武田　洋子
退職 砺波北部小 高木　絵里子
退職 庄川小 中嶋　玲子
*小矢部市
石動小 大谷小 岩村　瑞希
石動小 大谷小 大村　里美
石動小 東部小 佐野　隆文
小矢部市教セ 津沢小 遠藤　真喜子
東部小 蟹谷小 朝倉　大貴
東部小 津沢小 小西　恵梨子
大谷小 東部小 木村　さやか
大谷小（再任用） 石動小（再任用） 澤田　美貴子
大谷小（再任用） 中島　裕子
蟹谷小（再任用） 山本　吏
津沢小 石動小 大甲　恵美
津沢小（再任用） 笹島　康代
津沢小（再任用） 大谷小長 中橋　文夫
退職 石動小 石黒　佐知子
退職 石動小 小川　瞳
退職 大谷小 吉岡　泰輔
退職 津沢小 多間　友香
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